
GOD WITH US 
Part 10: EARLY LETTERS 

Message 13 – Romans 

God’s Solution 

Romans 3:21 – 5:21 

 
神は我らと共に 

パート１０：初期の手紙 

第１３メッセージ‐ローマ人への手紙 

神の解決策 

ローマ人への手紙３：２１－５：２１ 

 

 

はじめに 

 ローマ人への手紙は、規則的かつ漸進的に展開します。 先

ず、パウロは、すべての人類に影響を及ぼす罪の問題の概要

を述べました（ローマ人 1-3章）。 次に、問題に対する神の解決策

を述べました（ローマ人 3-5章）。 ローマ人第 3、4、5 章は、イエ

ス・キリストへの信仰を通して、恵みによる救いの教義を聖

書の中でも最も詳しく説明しています。それは、核となる質

問に対する答えを形作するので、ここで何が書かれているか

を理解することが大変重要です。 

 

神の解決策：3：21-25 

3:21 しかし今や、神の義が、律法とは別に、しかも律法と預

言者とによってあかしされて、現された。 3:22 それは、イエ

ス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信

じる人に与えられるものである。そこにはなんらの差別もな

い。 3:23 すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光

を受けられなくなっており、 3:24 彼らは、価なしに、神の恵

みにより、キリスト・イエスによるあがないによって義とさ

れるのである。 3:25 神はこのキリストを立てて、その血によ

る、信仰をもって受くべきあがないの供え物とされた。それ

は神の義を示すためであった。すなわち、今までに犯された

罪を、神は忍耐をもって見のがしておられたが、 

（ローマ人３：２１－２５） 

 上記の箇所は、新約聖書の中でも最も重要な箇所の一つで

す。 パウロは、わずか数行で、罪の問題から人類を救われる

神のご計画を要約しています。 24 節、25 節には、救いの教義

を定義する 7 つの鍵となるフレーズが含まれています。 

 

１．義と認められる：神が罪を犯した罪人に「無罪」と宣言

されます。 私たちは、神の御前に「義と認められ」ます（すな

わち、神に対して、良い立場にあると法的に宣言されています）。 義とみとめ

られた= Just-as-if-I’d never sinned if – まるで、私が罪を犯さな

かったかのように！ 

 

２．無償：救いは神からの無償の贈り物として、私たちにも

たらされます。 私たちが稼ぐことができるものでも、値する

ものでもありません。 

 

３．神の恵みによって：救いの賜物は、完全に神の憐み深い

好意によって与えられます。 

 

４．贖いを通して：神は、罪のない御子の尊い血による究極

の代価を支払ってくださった：1）私たちを贖うか、律法を犯

した罰（永遠の死／神からの断絶）から買い戻してくださるために、

2）私たちを神との新しい関係の内に、キリストによる新しい

いのちに生きれるように、罪から解放してくださるために。 

 



５．イエス・キリストによってもたらされた：この贖いは、

イエスによって、イエスによってのみ成し遂げられました。 

 

６．イエスの流された血による、贖いの犠牲：キリストの血

は、罪の代価を支払うことによって、聖なる神と罪深い人間

との関係を執成します。 

 

７．信仰によって受け取ることができる：イエスが私たちの

ために成し遂げてくださった御業に信仰（信頼、確信）を置くこ

とによって、この賜物を手に入れます。 

 

*「罪の犠牲」という語句の後に、「hirasterion／ヒラステリ

オン」という興味深いギリシャ語が続きます。 NASB 訳は、こ

れを「なだめ」と翻訳します。ケネス・ウエストは、次のよ

うに説明しています： 

 

 「ヒラステリオン（なだめ）という言葉は、契約の箱の黄金の

蓋を指すために、レビ記第 16 章 14 節で用いられています。

箱の中には、この蓋の下に、イスラエルが違反した十戒が彫

られた二枚の石板がありました。契約の箱の前に、人々を代

表する大祭司が立ちました。犠牲の血がこの蓋に振りかけら

れると、それは裁きの場ではなくなり、慈悲の場となりま

す。イエスの血は、人類が破った神の聖なる律法が義と認め

られるための要件を満たし、罪のための代価が支払われ、そ

れによって聖なる神と罪深い人、罪と罰のために隔てられて

いたものを取り除きます。」ケネス・ウエスト（Word 

Studes） 

 

 キリストの十字架は、キリストの血のいけにえが私たちの

罪を覆う場所であり、そうして、聖なる神と罪深い人とが出

会う場所をもたらします。それは非難をあわれみに変えるの

で、私たちに許しをもたらし、神の好意（あわれみの座）を取り戻

すための犠牲です！ 

 

要約：救いは、神が罪を犯した罪人を、その慈愛から流れる

無償の贈り物として、「罪を犯していない」と宣言してくだ

さる行為です。救いは、イエスを通してもたらされます。イ

エスの死は、神が必要を満たす犠牲でした。救いの賜物を受

け取るには、イエス・キリストの犠牲的な死を信じる必要が

あります。 

 これは救いの教義を非常に明確に定義しているため、非常

に重要です。 救いの深い真理をより完全に理解するために、7

つのフレーズは、どのように役立ちますか？ ここで、人が如

何に神の御前に正しく変えられるかについて、あなたの間違

った解釈を修正した事柄がありましたか？ この箇所から、神

の性質に対するあなたの見方をどのように形成しますか？ 

 

ただキリストの犠牲だけが神を満たす：3：25,26 

 

3:25 神はこのキリストを立てて、その血による、信仰をもっ

て受くべきあがないの供え物とされた。それは神の義を示す

ためであった。すなわち、今までに犯された罪を、神は忍耐

をもって見のがしておられたが、 3:26 それは、今の時に、神

の義を示すためであった。こうして、神みずからが義とな

り、さらに、イエスを信じる者を義とされるのである。 

（ローマ人３：２５，２６） 

 

 神の御子であるイエス・キリストの犠牲的な死は、神の公

正な要求を満たすことができる唯一の業でした。神は、イエ



スが流される血と、死を待ち望むことによって、旧約聖書の

中で罪の赦しをもたらしてくださいました。 「17:11 肉の命は

血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、

あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。

血は命であるゆえに、あがなうことができるからである。」

（レビ記１７：１１）新約聖書の時代の始まりから、人類の

時代が終わるまで、キリストによる最後の犠牲と流された血

が私たちすべての永遠の罪の贖いとして与えられた十字架を

振り返ることによって、神は、私たちの罪をお赦し下さいま

す。 

 

イエスの死に基づく罪の赦し 

 

創世記>>>>>>>>>>>>>十字架<<<<<<<<<<<<<黙示録 

 

 旧約聖書では、神は、この完全な犠牲のご計画を予兆され

ました。人々が自分の子羊をいけにえのささげ物として持っ

て来たとき、彼らは目に見える限り完璧な子羊を連れてくる

ことされていたので、いつか世の罪を取り除くために来られ

る完全な（罪のない）神の子羊を描いていました。 

 

これ以上誇るのを止めましょう：3：27-31 

 

3:27 すると、どこにわたしたちの誇があるのか。全くない。

なんの法則によってか。行いの法則によってか。そうではな

く、信仰の法則によってである。 3:28 わたしたちは、こう思

う。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信

仰によるのである。 3:29 それとも、神はユダヤ人だけの神で

あろうか。また、異邦人の神であるのではないか。確かに、

異邦人の神でもある。 3:30 まことに、神は唯一であって、割

礼のある者を信仰によって義とし、また、無割礼の者をも信

仰のゆえに義とされるのである。（ローマ人３：２７－３０） 

 天国には誇る人はいません。私たちに値しない、イエス・

キリストによる救いの賜物に感謝している人だけがいます。 

 

 パウロは、人類の根本的な問題である罪の問題について、

ある程度詳しく説明し終え、また、非常に簡潔に（3：21-31）、

神と私たちのために有効な唯一の解決策、すなわち私たちの

罪のためのイエスの死について概説しました。 

 

例外はありません：4：1-25 

 

 パウロは、救いは神からの賜物であり、良い行いによって

得られるものではないという原点を強調し続けました。第４

章 では、ユダヤ人の世界で知らない人はいない、アブラハム

とダビデについて、どちらも良い行いを通して、神の恵みを

得ていないことを示しています。 両者とも、良い行いではな

く、信仰によって、神の恵みによって、神の御前に義とされ

ました。 

 

アブラハムとダビデ：4：1-8 

 

4:1 それでは、肉によるわたしたちの先祖アブラハムの場合に

ついては、なんと言ったらよいか。 4:2 もしアブラハムが、

その行いによって義とされたのであれば、彼は誇ることがで

きよう。しかし、神のみまえでは、できない。 4:3 なぜな

ら、聖書はなんと言っているか、「アブラハムは神を信じ

た。それによって、彼は義と認められた」とある。 4:4 いっ

たい、働く人に対する報酬は、恩恵としてではなく、当然の

支払いとして認められる。 4:5 しかし、働きはなくても、不



信心な者を義とするかたを信じる人は、その信仰が義と認め

られるのである。（ローマ人４：１－５） 

 アブラハムは、ユダヤ人の父として、非常に尊敬されてい

ました。それでもパウロは、アブラハムが神の約束に信仰（信

頼）を置いたことを示しています。それによって、神は、アブ

ラハムを「信仰によって」（行いによってではなく）義とされまし

た。 

 

* アブラハムの信仰の歩み：創世記第 12 章、及び第 15-21 章

で、アブラハム（とその妻、サラ）の人生は、非常に人間的な信仰

の物語を描写しています。アブラハムがすでに 75 歳（12節）で

あったとき、神は、アブラハムを偉大な国家とし、地球上の

すべての人々が彼を通して祝福されると宣言されました。何

年も経ち、アブラハムとサラ（当時はアブラムとサライと呼ばれていまし

た）には、神が約束された国家を築き始める相続人がいません

でした。神は、再びアブラムに現れ（創世記 15：1-6）、「天を仰

いで、星を数えることができるなら、数えてみなさい。あな

たの子孫は、あの様になるでしょう。」と言われ、アブラハ

ム自身から生まれる相続人を約束されました。そして、ロー

マ人への手紙第 4 章 3 節に引用されています、「15:6 アブラ

ムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。」（創世

記 15：6）。アブラムには、サライが妊娠したという外見上の

兆候は、見られませんでしたが、ただ神を信じ、そのお約束

を信じなければなりませんでした。サライは、アブラムの唯

一の妻だったので、サライがアブラムの約束の子供を身ごも

ることは理にかなっています。しかし、彼らには、ハガルと

いう名前のサライのためのエジプト人の奴隷がいました。 10

年経っても（第 16章）、神の約束が実現していなかったので、サ

ライは、女奴隷のハガルを通して相続人を造るように、アブ

ラムに言いました。アブラムが祈って、これが神のお約束を

果たすことを意味するかどうか尋ねたという言及はありませ

ん！アブラムが 86 歳（創世記 16:16）のとき、ハガルは、彼にイ

シュマエルという名の息子を産み、「良いアイデア」であっ

たかの様に思われたものがサライとハガルの継続的な対立へ

と変わりました。神がアブラムとサライを再び訪ね、相続人

の約束について述べられたのは、アブラムが 99 歳の時でした

（17章）。神は、アブラムが 75 歳のときの約束を更新され、詳

細を追加されました。神は、サライにも話され、彼女が翌年

アブラムの息子を産むと言われました（創世記 18:10）！神は、彼

らの名前をアブラハム（多くの国の父 17：5）とサラ（多くの国の母 17：

15,16）に変えられました。アブラハムの信仰は固く、「4:18 彼

は望み得ないのに、なおも望みつつ信じた。そのために、

「あなたの子孫はこうなるであろう」と言われているとお

り、多くの国民の父となったのである。 4:19 すなわち、およ

そ百歳となって、彼自身のからだが死んだ状態であり、ま

た、サラの胎が不妊であるのを認めながらも、なお彼の信仰

は弱らなかった。 4:20 彼は、神の約束を不信仰のゆえに疑う

ようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を

神に帰し、 4:21 神はその約束されたことを、また成就するこ

とができると確信した。 4:22 だから、彼は義と認められたの

である。．．．90 歳で息子を妊娠しました！ （ローマ 4：18-22） 

 アブラハムの信仰の歩みの物語は、パウロの救いの教えの

重要な部分です。 アブラハムは、神のお約束に信仰を置いて

いたので、神がアブラハムを「義」または「神の御前に正し

い」と宣言されたことが証明されました。 アブラハムとサラ

が何年も待つ間、「神を助ける」ことによって神を急がせよ

うとしたわけではありません。 明らかに、神と彼らの時間割

は異なっていました！ 神を待つことは至難です！ ついに彼ら

の体が子供を産む年をはるかに超えたとき、神の時間割は、



その約束を果たす準備が整いました。 神の約束を信じること

は、人間的にも困難でしたが、アブラハムとサラは、神にし

かお出来にならないことを神に完全に委ねました。 彼らの信

仰の物語と「義」とされた物語は、回り道をしてしまいまし

たが、私たちに希望を与えます！ アブラハムとサラの物語か

ら、どのように希望を得られましたか？ 神は、彼らのことを

決して諦められませんでした！ 

 

 アブラハムが信仰によって、神の御前に義とされたように

（善い行いではなく）、イスラエルの最も有名な王、ダビデにも同

じことが当てはまりました。 

4:6 ダビデもまた、行いがなくても神に義と認められた人の幸

福について、次のように言っている、 4:7「不法をゆるされ、

罪をおおわれた人たちは、さいわいである。4:8 罪を主に認め

られない人は、さいわいである」。（ローマ４：６－８） 

 パウロは、第二サムエル第 11 章に記録されている、ダビデ

とバテシバとの姦淫と、その夫ウリアの殺害の後に書いた詩

篇 32 篇から引用しています。この詩編の箇所において、ダビ

デは、神の慈悲深い赦しを祝いました。イスラエルの最も偉

大な王が神の御前に義となるための唯一の方法は、彼自身の

善良さによるのではなく、神のあわれみと赦しによるもので

あることを知っていました。頻繁に、一連の悪い選択と結果

が、私たち自身の真の内なる自己中心的な状態を見ることを

強いることになります。ダビデは、約 1 年間、自分の行動に

後悔を感じませんでした。神が預言者ナタンをダビデに送り、

ダビデに関連付けることができる羊にまつわる話を用いる必

要がありました。多くの羊を所有する金持ちの無神経な男と、

1 匹の羊だけを所有する謙虚な男がおり、裕福な人が謙虚な男

からその一匹の羊を奪った話によって、最終的にダビデは、

魂の奥深くに、この自己中心的な男に公正をもたらしたいと

心から思いました。そのとき預言者ナタンは、ダビデを「自

己中心的な裕福な男」であることを悟らせました。ダビデは、

自分がその男の様に振る舞ったことに気付いたとき、壊れま

した。 

 この二人の偉大な男たちの信仰の歩みには、欠陥がありま

した。 それでも、パウロは、聖霊に促されて、この二人を壊

れた人々として、聖なる恵み深い神の御前で「誰か」になろ

うとする無益さを認めた人々として用いるよう導かれました。

それでも神は、彼らを義と宣言されました！ 「義」であるこ

とは、「神の御前で完璧であること」を意味するのではあり

ません。私たちが、神を信じていることを意味します。しか

し、神の驚くべき愛と神との関係を築きたいという願望の影

響に気付いたなら、アブラハムやダビデの様に、どんな人生

がもたらされようとも、礼拝と感謝に満ちているべきです。 

この 2 人の男たちの物語は、あなたをどのように動機付けま

すか？ 

 

ユダヤ人と異邦人のための同じ契約：4：9-17 

 

 パウロは、神によって異邦人の世界へ良い知らせの担い手

として選ばれました。それは、ユダヤ人だけでなく、彼らも

神の驚くべき恵みの対象であるという良い知らせです。 彼

は、アブラハムが神とユダヤ人の間の契約のしるしとしての

割礼の儀式を受け取る前に、信仰によって、神の御前に義と

認められたことを示します。 

 

4:9 さて、この幸福は、割礼の者だけが受けるのか。それと

も、無割礼の者にも及ぶのか。わたしたちは言う、「アブラ



ハムには、その信仰が義と認められた」のである。 4:10 それ

では、どういう場合にそう認められたのか。割礼を受けてか

らか、それとも受ける前か。割礼を受けてからではなく、無

割礼の時であった。 4:11 そして、アブラハムは割礼というし

るしを受けたが、それは、無割礼のままで信仰によって受け

た義の証印であって、彼が、無割礼のままで信じて義とされ

るに至るすべての人の父となり、 4:12 かつ、割礼の者の父と

なるためなのである。割礼の者というのは、割礼を受けた者

ばかりではなく、われらの父アブラハムが無割礼の時に持っ

ていた信仰の足跡を踏む人々をもさすのである。 

（ローマ人４：９－１２） 

 パウロは異邦人に、救いのために、イエスに信仰を置くと

き、彼らも霊的に「アブラハムの子」であることを示しまし

た。救いは、ユダヤ人だけでなく、すべての人々に対する神

の賜物です。 

 

復活の神を信じる：4：18-25 

 

 アブラハムが 100 歳になろうとしていたとき、神は、サラ

（90歳）を通して、子を授けるという約束を再確認されまし

た。アブラハムは、状況が不可能に見えるにもかかわらず、

神には、アブラハムの年老いて疲れた体を「死から」引き上

げ、サラとアブラハムに子を産む能力をお与えになることが

お出来になると信じていました。神は、彼らの年老いた疲れ

た体を引き上げてくださり、待望の子、イサクをお与えにな

られました。したがって、アブラハムの救いの信仰の対象

は、よみがえりの神でした。アブラハムやサラの様に、私た

ちは、よみがえりの神、死者の中からよみがえらせた神、イ

エスを信じるように召されています。私たちがイエスの死と

復活に信仰を置くとき、神の御前に義と認められます。 

救いの結果：5：1-11 

 

 パウロは、どんな人でも神の御前に義と認められる方法を

を教えてくれました。イエス・キリストに信仰を置くことに

よって、救いの賜物は、私たちのものになります。その瞬間

から、神の子とされ、天国で永遠に神と共に過ごすことが運

命づけられます。あなたは、神の御前で「義と認められ」ま

す。また、多くの追加事項が契約に付属しています。ここで

パウロは、私たちの救いの多くの恩恵の中のほんの一部を挙

げています。 

 

１．神との平和 

5:1 このように、わたしたちは、信仰によって義とされたのだ

から、わたしたちの主イエス・キリストにより、神に対して

平和を得ている。（ローマ５：１） 

 神の平和と神との平和は違います。 神の平和、不安な心の

落ち着きは、あなたの祈りの生活の副産物です（ピリピ人 4：6, 

7）。 一方、神との平和は、私たちの罪による神と人との関係

における、すべての敵意の終わりを指します。 この平和は、

十字架上のキリストの完成した御業の結果として、また、キ

リストに置かれた信仰によって義と認められた結果としても

たらされます。 

 

２．導き入れられる 

 

5:2 わたしたちは、さらに彼により、いま立っているこの恵み

に信仰によって導き入れられ、そして、神の栄光にあずかる

希望をもって喜んでいる。（ローマ５：２a） 

 



 パウロの時代、ある人が王や他の重要人物の対面を望んだ

とき、「導き入れられる」（特別な招待状）必要がありました。こ

の様な「導き入れ」により、個人は王に近づき、その前に

「立つ」ことが可能となりました。キリストに信仰を置いた

人々には、恵みに満ちた王の玉座の御前に立つための導き入

れが与えられました。イエス・キリストが私たちのためにし

てくださった御業により、私たちは、神の御前に接近するこ

とが完全に許されます。私たちは、王に拒否されることを恐

れることなく、王の御前に立つことができます。私たちは、

罪が赦されていると宣言され歓迎されています。 

 

３．恵みの内に立っている 

 

「．．．彼により、いま立っているこの恵みに．．．」 

（ローマ 5：2b）。 

 

 信者が神の玉座に足を踏み入れるとき、「恵みのうちに神

の御前に立ちます」。恵みの海に頭からつま先まで覆われて

いる様名状態です。上から下まで恵みをまとっています。王

の御子、イエスから、私たちにもたらされる恵みです。王の

御前に立つことができる根拠は他に存在しません。恵み、た

だ恵みの故です。 

 

４．栄光の運命 

 

「．．．神の栄光にあずかる希望をもって喜んでいる。」

（ローマ 5：2c）。 

 

 信者にとって、死は、彼らを別の御国に運び、そこで神の

ご栄光をまったく新しい方法で共有することになるので、死

は信者に対して勝利するものではありません。「1:21 わたし

にとっては、生きることはキリストであり、死ぬことは益で

ある。（ピリピ 1:21）。神のご栄光を共有することは、すべ

ての信者にとって確かな希望です。パウロは、そのことにつ

いて、ローマ人への手紙 8：18-25 で明らかにします。 

 

５．試練の目的 

 

5:3 それだけではなく、患難をも喜んでいる。なぜなら、患難

は忍耐を生み出し、 5:4 忍耐は錬達を生み出し、錬達は希望

を生み出すことを、知っているからである。 

（ローマ５：３，４） 

 

 神は、愛する子供たちに起こることをお許しになる、あら

ゆる試練を管理しておられます。すべての試練は、私たちの

信仰を磨き、人格を形作るという神の目的にかなうものです。

神は、間違いを犯されることはないという保証の下で生きる

ことができます。すべての試練には目的があり、すべての試

練は、神が望んでいることを私たちに成し遂げるために神に

よって正確に測れれます。 

 

６．内に宿られる御霊 

 

「5:5 そして、希望は失望に終ることはない。なぜなら、わた

したちに賜わっている聖霊によって、神の愛がわたしたちの

心に注がれているからである。 」（ローマ 5：5）。 

 

 神ご自身が御霊として、私たちの内に住まれるようになり

ます。私たちは今、神との「正しい」関係（義と認められた-「罪が

ない」と宣言されている）だけでなく、神との非常に「個人的」な、



「真」の関係を持っています。 「2:13 あなたがたのうちに働

きかけて、その願いを起させ、かつ実現に至らせるのは神で

あって、それは神のよしとされるところだからである。 

」（ピリピ人への手紙第 2 章 13 節）。パウロは、後に信者の

中の聖霊の働きについて説明します（ローマ人第 8 章）。 

 

７．私たちへの神の偉大な愛の保証 

 

「5:6 わたしたちがまだ弱かったころ、キリストは、時いたっ

て、不信心な者たちのために死んで下さったのである。 5:7

正しい人のために死ぬ者は、ほとんどいないであろう。善人

のためには、進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。 5:8 し

かし、まだ罪人であった時、わたしたちのためにキリストが

死んで下さったことによって、神はわたしたちに対する愛を

示されたのである。」（ローマ５：６－８） 

 

 私たちがまだ「全くどうしょうもない罪人」であったとき、

神は、イエスを私たちのために死ぬために遣わされました。 

それは、私たちに対する神の偉大な愛の証拠です。 神は、私

たちが生活を清く整え、神の愛に値する者となることを待た

れることなく。 その様な者となることは、不可能であること

をご存知でした。キリスト者として、神の自分への愛につい

て疑う必要なく生きることが出来ます。 神が愛してくださっ

ていることを知っています。 第一ヨハネに、次のように記さ

れています。 「4:18 愛には恐れがない。完全な愛は恐れをと

り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には、愛が

全うされていないからである。」（1 ヨハネ 4:18）。 この人

生では、神が私に対して抱いておられる驚くべき愛を完全に

理解することは決してありません。 しかし、イエスが私のた

めに下さった犠牲を思い出すことによって、私に対する神の

愛は深く、変わらないことを確信できます。 パウロは、人々

がこの神への深い愛を知るように祈りました（エペソ 3：14-19）。 

 

８．神の怒りの恐れはありません 

 

「5:9 わたしたちは、キリストの血によって今は義とされてい

るのだから、なおさら、彼によって神の怒りから救われるで

あろう。」（ローマ５：９） 

 

「8:1 こういうわけで、今やキリスト・イエスにある者は罪に

定められることがない。」（ローマ８：１）。神の御前にそ

のお怒り以上に恐ろしいものはありません。私が罪を犯した

とき、神は懲戒されます。しかし、それは私を彼の弟子（彼か

ら学ぶ人）として形作るために、神の子に向かって父の愛の懲戒

です。そこには神の怒りはありません。私をキリストの様に

変えてくださるための愛だけがあります。 

 

９．神の友 

「5:11 そればかりではなく、わたしたちは、今や和解を得さ

せて下さったわたしたちの主イエス・キリストによって、神

を喜ぶのである。」（ローマ 5; 11） 

 

 ヤコブの手紙第二章に、アブラハムは「神の友」と呼ばれ

たとあります（ヤコブ 2:23）。ここでパウロは、私たちは皆、イ

エスを通して、神の友であると言っています。イエスは、私

たちをその父に紹介してくださり、私たちを敵から友に変え

てくださいました。 

 御霊がこれらの真理を使徒パウロ（および新約聖書の他の作家たち）

に明かしてくださらなければ、神の視点からの神学と驚くべ

き真理に無知のままでいたことでしょう。 それぞれの恩恵を



熟考し、理解するとき、これまで我が道を歩み、引き起こし

てきたあらゆる事柄によって、神の愛と恵みを無駄にして来

たにも関わらず、神が私たちをどれほど愛してくださってい

るかというとてつもない現実の内に、喜びに溢れるはずです。

じっくりと、9 つの真実の影響を熟考してください。 どの恵

みによって、神の愛による喜びを感じますか？ なぜですか？ 

 

アダムからキリストへ：5：12-21 

 

 ローマ人第 5 章の後半で、パウロは、創世記を振り返り、

第一のアダムの行動の重要性について教え、第二のアダムの

行動と比較しました。 アダムとキリスト（1コリント 15:45で、イエ

スは「最後のアダム」と呼ばれています）は、人類の 2 人の代表的な頭

です。 それぞれ、すべての人間に結果をもたらしました。 

 

2 人の男 2 つの行為 2 つの判決 2 つの結果 2 人の支配

者 

 
アダム： 罪を犯した > 判決 > 非難 > 罪と死 

キリスト： 死なれた > 恵み > 義と認められる > 恵みといのち 

 

 私たちは、アダムの子孫として生まれました。生まれたと

きに、罪の状態を受け継ぎます。子供に悪いことを教える必

要はありません。ミネソタ犯罪委員会が人間の状態について

次のように報告しています。 

 

「すべての赤ちゃんは、小さな野生人として生活を始めま

す。彼らは、完全に利己的で自己中心的です。哺乳瓶も、母

親の注意も、遊び友だちのおもちゃも、おじの腕時計も、欲

しいときに欲しいものを求めます。もし、彼らが無力なあか

ちゃんでなかったとして、彼らの求めを拒否するものなら、

殺人を犯す程の怒りと攻撃性に駆られているでしょう。 

このことから、特定の子供だけでなく、すべての子供が罪人

として生まれていることを意味します。もし、衝動的な行動

の自由と、幼児期の自己中心的な世界の継続が許された場

合、すべての子供は犯罪者、泥棒、殺人者、強姦者に成長す

るでしょう。」 

私たちは、キリストの家族に生まれ変わりました。救いの賜

物を受け取ることによって、神の恵みに応えなければなりま

せん。 17 節に注意してください。 

 

「5:17 もし、ひとりの罪過によって、そのひとりをとおして

死が支配するに至ったとすれば、まして、あふれるばかりの

恵みと義の賜物とを受けている者たちは、ひとりのイエス・

キリストをとおし、いのちにあって、さらに力強く支配する

はずではないか。」（ローマ人５：１７） 

 このように、神の怒りが神を拒否する人々に明らかにされ

るという教えで始まったローマ人の手紙（1:18）は、神の恵み

が神を受け入れる人々、つまりイエス・キリストを通して、

私たちに与えられた恵みの賜物を受け取るすべての人に、お

しみなく与えられる教えで終わります（5:17）。 

 

 
ディスカッションのための質問 

 

１．ローマ人の手紙第 1-5章を学んで、罪と救いについて何を学びましたか？あなた

の思考を新しくした事柄はありましたか？ 

 

２．救いに伴う結果のリストを振り返ってください（5：1-11）。これらの結果のど

れがあなたに最も喜びをもたらしますか？ 



 

３．ローマ人第 1-5章は、あなたの世界観、その問題、そして人々が求める様々な解

決策にどのように影響しますか？ 

 

４．神の解決策のメッセージを周りの人に広めるために、あなたは何ができますか



 


